青少年のための健康に関する質問

_________________________________

(CRAFFT 2.1+N - Japanese)
_________________________________
私たちは、これらの要因があなたの健康に影響を与える
可能性があるため、アルコール、薬物、気分についてす
べての十代の患者に尋ねます。ご不明な点がございましたら、医師にご相談ください。このフォ
ームでの回答は機密のままです。

日数

過去 12 ヶ月で、次の行為をした日数を 教えてください:
1. ビール、ワインなど、アルコールを含む飲料を２，３口以上飲む。一切ない場合
は 0 と答えてください。
2. マリファナ（事例：大麻、オイル、ワックス、喫煙、ベイピング、ダビング、ま
たは食用物）あるいは「合成マリファナ」（事例：「K2」または「スパイス」と
呼ばれます）を使用したことがありますか？
3. 興奮した状態になるために他の薬物等を服用したことがありますか？
(事例：他の違法な薬物、ピル、市販の処方薬ならびに鼻から吸引する、吸う、
または蒸気を吸う薬物等、ベイプまたは注射）
4. ニコチンおよび/またはフレーバー含有のベイピングデバイス* または何らかのタ
バコ 製品を使用したことがありますか† ? * 電子タバコ、モッド、JUUL 等のポ
ッドデバイス、パフバー/ベイプペン/e フーカーなどの使い捨てベイプ。† タバ
コ、シガー、シガ リロ、フーカー、噛みタバコ、スナッフ、スヌース、溶解性タ
バコ、ニコチンポーチ

上記のすべてのボックスに「0」と入力した場合は、質問 5 に回答してから停止します。
上記のボックスのいずれかに「1」以上を入れた場合は、質問 5-10 に回答してください。

いいえ

はい

5. アルコールや薬物を使用して「ハイ」になっている誰か（自分自身
を含め）が運転する車に乗ったことはありますか？





6. リラックスするためや、気分を良くするため、または周りに合わせ
るためという理由で、アルコールや薬物を使用したことはあります
か？





7. 一人でいるとき、または自分一人でアルコールや薬物を使用したこ
とはありまか?





8. アルコールや薬物を使用している間に自分が何をしたか忘れてしま
ったことはありますか?





9. 家族 か? や友達から、アルコールや薬物の量を減らすように言われ
た事はあります?





10. アルコールや薬を使用している時に、何かトラブルに巻き込まれた
ことはありますか?
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For the health professional:

Interpreting the CRAFFT 2.1+N
Any “Yes” responses for questions 5-10 are given one point.

Answers

Risk

Action

“No” to questions 1-4

No risk

Positive reinforcement

“Yes” to Car question

Riding risk

Discuss alternatives to riding with impaired drivers
(Contract for Life)

CRAFFT score = 0

Low risk

Brief education

CRAFFT score = 1

Medium risk

Brief intervention

CRAFFT score ≥ 2

High risk

Brief intervention
(offer options that include treatment)

Brief education: Sharing information with patients about the risks of substance use.
Brief intervention: Patient-centered discussion that employs Motivational Interviewing principles to raise a patient’s
awareness of their substance use and enhance their motivation to reduce harm from their use. Brief interventions are
typically performed in 3-15 minutes, and should occur in the same session as the initial screening. Repeated sessions are
more effective than a one-time intervention.
If a patient is ready to accept treatment, a referral is a proactive process that facilitates access to specialized care for
individuals likely experiencing a substance use disorder. These patients are referred to alcohol and drug treatment
experts for more definitive, in-depth assessment and, if warranted, treatment. However, treatment also includes
prescribing medications for substance use disorder as part of the patient’s normal primary care.
More resources: www.sbirtoregon.org
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